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リリースノート – 2013 年 1 月 

追加機能・追加製品リリースのお知らせ 

Travel のリリースノートを入手するには、  Concur Client Central にログインした後、次の順

に進みます。 Resources > Document Library > Travel > TMC Partner または Direct 

Customers 

その他すべての製品については、Concur Client Central にログインした後、次の順に進みます。 

Resources > Release Documentation > Release Notes 下の表からお使いの製品に応じ

たリリースノートを選んでダウンロードしてください： 

 

https://community.concur.com/web/guest/home
https://community.concur.com/web/guest/home
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セクション 1:  Client Suggestions Forum からの改善要望 

下記は Concur's フォーラムの Concur's Suggestion サービス（現在日本では利用できませ

ん）に投稿された改善要望です。これらは今回のリリースに含まれています。 

• 承認者リスト ページの [従業員への支払金額] 表示 

承認者リスト ページと My Concur の承認待ちに [従業員への支払金額] という新しい

列が表示されるようになります。この列には、従業員に払戻されるレポート総額の内訳

が表示されます。 

• 代理人による作成を示すフィールドを監査ルールに追加しました 

監査ルールに新しいフィールド [代理による作成] が追加されました。委託人に代わって

代理人がレポートを作成したことを知らせる条件を作成することができます。 

• すべての従業員を同席者として検索可能 

経費精算レポートに同席者を追加する際、Concur ユーザーすべてを検索できます。同

席者の検索と選択が素早くできるようになりました。 

 このセクションは各変更について簡単に説明しています。詳細情報は当ドキュメント内

の個別セクションをご確認ください。 
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セクション 2:  Expense 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

承認者リスト ページの [従業員への支払金額] 表示 

概要  

承認者リスト ページと My Concur の承認待

ちに [従業員への支払金額] という新しい列

が表示されるようになります。  

この列には、従業員に払戻されるレポート総額の内訳が表示されます。 

 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

機能の目的 

従業員への払戻し金額が承認者に分かりやす
くなりました。 
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同席者:すべての従業員が同席者検索の対象になります。 

概要  

経費精算レポートに同席者を追加する際、

Concur ユーザーすべて検索することができ

ます。同席者の検索と選択が素早くできるよ

うになりました。 

設定によっては、[従業員] を指定すれば自動的にすべての Concur ユーザーを検索できるよう

になっています。下図は検索値に [従業員] を選択したところです： 

 

新しい機能を使用するには：  

検索値 [従業員] が自動的に追加されている場合と、追加されていない場合があります。同席者

タイプを共通リストに設定していれば、[従業員] が表示されます。  

自動的にこの新機能を使用するには、以下の設定にします： 

• 同席者設定で  [同席者として従業員の自動作成を許可する (SYSEMP 同席者タイプ)：] 

をオンにします（[管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [設定] タブ）： 

機能の目的 

全社員を同席者の検索対象に含めることによ
って、簡単に選択することができます。 
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• SYSEMP 同席者タイプを共通リストに設定します（Expense 管理者に理由を説明する

必要があります）。 

 詳しくは Expense: 同席者設定ガイド をご参照ください。 

上記の設定が完了していれば、１月のリリースで自動的にこの機能が使用できるように更新され

ます。（実際、現在でも似たような働きを確認することができます。 [同席者として従業員の自

動作成を許可する] がオンに設定されていれば、通常、食事経費に自動的に従業員を追加するよ

うに設定されています）。 

 同席者タイプを共通リストに設定していない場合、[従業員] は表示されません。下記の 

構成 の項を参照してください。 

同席者レコードの自動生成に関する変更 

従来は本人のみが同席者レコードとして自動的に作成される仕様でしたが、従業員を検索・選択

してレポートに追加する際に、その従業員に同席者レコードがない場合は自動的に作成されます。 

従業員を同席者としてインポート 

インポートによる従業員の同席者レコードの追加・更新は従来通りに機能します。レコードに追

加情報をインポートしたい場合は、これまでと同じ操作をしてください。ただし、従業員の名前

だけを追加したい場合、本リリースからすべての従業員（Concur ユーザー）をインポートする

必要はありません。特別な操作なしに、自動的に利用できるようになっています。 
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構成 

ステップ 1: 同席者レコードの自動生成が有効になっているか確認する 

同席者レコードを自動作成するには、その設定を有効にします。設定は [管理] ＞ 

[Expense 管理] ＞ [同席者] ＞ [設定] タブで行います。  

 

NOTE: 先の操作に進む前に、 [同席者として従業員の自動作成を許可する (SYSEMP 同

席者タイプ):] の設定が有効になっていることを確認しておきます。設定を変更

する前に、オフに設定してある理由を理解することが重要です。正当な業務上の

理由でオフにしている可能性があるためです。 

ステップ 2: 同席者タイプと従業員の同席者レコード 

[同席者タイプ] のタブで、[従業員] という名前のついている既存の同席者タイプの名前

を次のいずれかに変更し、保存します。 

• 会社の従業員全員が Concur ユーザーなら、[従業員（非アクティブ）] という

名前に変更してください。   

• Concur ユーザーではない従業員がいる場合は、[従業員（非 Concur ユーザ

ー）] と名前変更します。これを使って自動生成の同席者リストに含まれない従

業員の名前を入力させるようにするためです。 

ステップ 3: [従業員（非アクティブ）] を無効にする 

従業員が全員 Concur ユーザーの場合、ステップ 2 で [従業員（非アクティブ）] と名

前を変更した同席者タイプを非アクティブ化し、使用できないようにします。 

任意のステップ ステップ 2 で同席者タイプを [従業員（非 Concur ユーザー）] と名

前変更した場合は、既存の従業員の同席者レコードをすべて非アクティブ化すれば、同

席者レコードを新たに入力することができます。これを行うと、同席者タイプのすべて

のレコードが非アクティブになります。同席者タイプが一度非アクティブの状態で保存
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されたら、次はこれをアクティブに戻し、ユーザーが新しく同席者レコードを入力でき

るようにします。  

NOTE:  

ある同席者タイプを非アクティブ化すると、そのタイプのすべての同席者が

非アクティブになることに注意してください。すべてのユーザーの [お気に

入り] および [お気に入りのグループ] からレコードが消えます。このこと

をユーザーに通知しなければならない場合があります。  

非アクティブ化にする利点 - 従業員レコードの標準化 

すべての同席者レコード、および重複するレコードを非アクティブ化する利点は、従業

員ごとに１つのレコードを標準化することです。レポートデータを整理し、従業員を同

席者として使用する際の精度を高めます。難点は、お気に入りの同席者リストをもう一

度作成し、レコードを同席者グループに追加しなおさなければならないことです。 

ステップ 4: 同席者タイプ 

• [同席者] ＞ [同席者タイプ] タブで [同席者タイプ] の列から [この従業員] を選択しま

す。次に： 

 これを [従業員] など、Concur ユーザーである従業員を表すのに最適な名前に変更

します。 

 [経費同席者フォーム] で [既定の同席者フォーム] を選択します。  

作成した同席者のフォームは、共通リストに設定されていれば、ここで利用できま

す（[修正] フォーム内のフォーム検索属性で[作成者] を選択することはできませ

ん）。[従業員] のための同席者フォームを特に作成していない場合は、同席者検索

のため、共有リストになるように設定されます。 

 [重複を検索するためのフィールド] 内で： 

• 次を削除します：[作成者] 

• 次を追加します：名、姓、会社 

（名前のフィールドの他にもう一つフィールドが必要なため) 
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 詳しくは Expense: 同席者設定ガイド をご参照ください。 

同席者: 構成レポートに同席者フォーム詳細を追加   

概要  

レポート構成へは次の順にアクセスします。

[管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [レポート構成] 

このページにすべての同席者フォームの詳細

が記載されています。 

[構成レポート] ＞ [同席者フォーム] をクリックすると、情報を見ることができます。 

 

機能の目的 

構成レポート機能にモジュールが追加されま
す。 
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レポートの [同席者フォーム] セクションは Expense で設定されているすべての詳細を表示し

ています。 

 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

監査ルール： [代理による作成] のフィールド値を追加   

概要  

監査ルールを構築する際に、新しいレポート

フィールド [代理による作成] を使用するこ

とが可能です。管理者はこの新しいフィールドを使って、委託人ではなく代理人が作成したすべ

ての経費精算レポートにフラグを立てるルールを作成することができます。 

新しい監査ルールは下図のとおりです： 

機能の目的 

より柔軟な監査ルールを作成できます。 
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構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳しくは Expense: 監査ルール設定ガイド をご参照ください。 

ユーザー管理： [払戻方法] フィールドを追加 

概要  

[ユーザー詳細] ページの [経費および支払請

求の設定] セクションで、管理者はユーザー

の払戻方法を設定できます。経費精算レポー

トの Web サービスで、このフィールドを検

索に使用することができます。 

[払戻方法] フィールドが従業員フォームに追加されると、このフィールドに使用可能な支払方

法のリストが表示されます。現在、Professional ユーザーはこの方法でのみ払戻方法を設定する

ことが可能です。  

構成 

管理者がこの機能を使用する前に、従業員フォームに [払戻方法] フィールドを追加する必要が

あります。  

 詳細情報は、経費精算レポート web サービス http://developer.concur.com および 

Expense: フォームとフィールド設定ガイド をご参照ください。 

機能の目的 

このフィールドには、ユーザーへの支払方法
を設定する選択肢が表示されます。また、こ
のフィールドを経費精算レポートの Web サ
ービスで検索語として使用することができま
す。 

http://developer.concur.com/
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ユーザー調査： イメージおよび機能の変更 

概要  

本リリースで、ユーザー調査の機能が更新さ

れます。これはレポート提出の情報と 

Concur サービスの評価のお願いを表示する

ものです。 

更新内容は次の通りです： 

• 全体的なデザインを整理するため、要素を再編成しました。 

• 入力制限を 250 字から 1000 字に変更しました。 

• Concur 調査研究に参加するオプションを追加しました。 

• フィードバックの送信ボタンを追加しました。ダイアログボックスを閉じるアクション

と、フィードバックコメントの送信を別々に行うことができます。 

新しい [レポートの提出/ユーザー調査] の画面表示は以下の通りです： 

機能の目的 

ユーザー調査のデザインを一新し、より明快
になりました。また、Concur を使用するお
客様のためのオプションを追加しました。 
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構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

Car Configuration: Car Reimbursement Rates No Longer Locked 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

Overview  

The Complex Distance tax calculation 

added in last month's release allows the 

system to now calculate the potential 

VAT on a per distance unit basis for variable reimbursement amounts. This allows 

calculation of the right amount based on the lower of the tax authority fuel advisory 

rate (stored as Distance Rate) and the client reimbursable rate. 

Business Purpose 

This enhancement lets the administrator 
choose the reimbursement rates they 
want. 
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To support this change, car reimbursement rates are no longer locked, meaning this 

restriction has been lifted and clients are free to choose their own reimbursement rates. 

The VAT calculation will take the lower of the reimbursement rates or the HMRC 

advisory rates to determine the correct reclaim value. 

Configuration 

Configuration of the Complex Distance feature is detailed in the December Concur 

release notes.  

 Refer to Expense: Car Configuration Setup Guide and Expense: Value Added Tax 

(VAT) / Tax Administration Setup Guide for more information. 
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セクション 3:  Expense Pay 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following features are included in this service release. 

Expense Pay Card Program Support Expanded 

Overview  

Support for card programs have been 

added for the following Expense Pay 

offering: 

• Expense Pay APA: Citibank MasterCard HK (this card program does not support 

negative payments)  

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement adds additional 
support for Expense Pay. 
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セクション 4:  ジョブ 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

従業員インポート： ３文字の国コードをサポート   

概要  

300 レベルのレコードのみの従業員インポー

トジョブが投入された時に、3 文字 ISO 国名

コードを使用することができます。12 月の

製品変更に伴って発生した、ユーザーが 3 文字 ISO コードを入力するとエラーを返す問題がこ

の修正によって解決します。 

たとえば、ISO 国名コードの US と USA はどちらもインポート可能です。システムは 3 文字コ

ードを検出すると、それに相当する 2 文字コードをマッピングし、システム内に格納します。 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳しくは 第４章: 従業員インポート をご参照ください。 

機能の目的 

ISO 標準国名コードをサポートすることに
より入力エラーを防ぎます。 
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セクション 5:  ドキュメント アップデート 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following documentation changes are included in this service release. 

New Client Admin Release Summary Document 

Overview  

Clients can now take advantage of a new 

document summarizing Concur's monthly 

feature set. This new document, the 

Client Admin Release Summary, is an abbreviated list with short descriptions of each 

feature. By reviewing this document the client can quickly determine what features to 

further investigate. This information has been available for Expense for some time and 

has now been expanded to other areas. 

 

Business Purpose 

This enhancement provides a quick 
overview of the key changes, reducing 
the time it takes to review. 
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Where to Find the Client Admin Release Summary 

Clients can find this document in one of two ways: 

• Using the Expense Admin Help: Clicking Help > Expense Administration Help 

opens the help system - use the upper-left link to open the summary doc: 

 

(Other administration help modules have similar links.) 

 

• Concur Client Central: Log in, then proceed to Resources > Release Docs > 

Client Admin Release Summary 
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セクション 6:  サポートしている構成 

本リリースでサポートしている構成は下記のとおりです。  

本リリースにおける動作確認 

Firefox ｖ. 17.0 のサポート 

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 17.0 

のサポートを保証しています。 

Google Chrome v. 23.0 のサポート  

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Google 

Chrome 23.0 のサポートを保証しています。 

Safari 6.0 と Mac OS X 10.8 のサポート 

本リリースでは Mac OS X 10.8 にインストールされた Safari 6.0 のサポートを保証していま

す。 

今後予定されている動作確認 

Internet Explorer v. 10.0 と Windows 8 のサポート 

Microsoft Windows 8 にインストールされた Internet Explorer 10.0 のサポートは今後のリリ

ースに含まれる予定です。 

Chrome v. 24.0 のサポート 

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Chrome 24.0 に関するサポ

ートは今後のリリースに含まれる予定です。 
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Firefox v. 18.0 のサポート  

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 18.0 のサポートは今

後のリリースに含まれる予定です。 
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免責事項 

このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されます。 
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本ドキュメントに含まれる上記製品と情報は、事前通知なく変更されることがあります。従って

Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラ

ー、遺漏、あるいは不一致によって直接的・間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負

いかねます。  
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